2019年度
№

企業名

北海道ＩＴ企業合同インターンシップ
所在地

従業
員数

業種

1 アイ・ティ・エス株式会社

〒060-0005
札幌市中央区北5条西12丁目2番地
ベルックス北5ビル

2 株式会社I・TECソリューションズ

〒053-0022
北海道苫小牧市表町1丁目1-11

3 株式会社アジェンダ

〒060⁻8737
札幌市北区北7条西6丁目2-34
SKビル

58 ソフトウェア開発

4 インディゴ株式会社

〒060-0001
北海道札幌市中央区北1条西3丁目3番地
敷島プラザビル4F

30 情報サービス業

5 株式会社ＨＤＣ

〒060-0061
札幌市中央区南1条西10丁目2番地
南一条道銀ビル

情報サービス業（ソフトウェア
375 業、情報処理・提供サービス
業）

6 エコモット株式会社

〒060-0031
北海道札幌市中央区北1条東2丁目5番2号
札幌泉第1ビル1F

109 情報サービス業

7 ＳＯＣ株式会社

〒004-0015
札幌市厚別区下野幌テクノパーク1-1-12
SOC本社ビル

情報サービス業（ソフトウェア
314
業）

8 北ガスサービス株式会社

〒060-0907
札幌市東区北7条東2丁目1番1号

9 株式会社恵和ビジネス

〒060-0062
札幌市中央区南2条西12丁目324-1

73

情報サービス業（ソフトウェア
業）

201 情報処理サービス業

参加企業一覧
業務内容

コンピュータ機器の販売・導入・
保守及びソフトウェア開発、技術
要員派遣

システムインテグレーションサー
ビス、データセンターサービス、
アウトソーシングサービス

コンシューマ向けアプリ開発、旅
行会社向け基幹システム開発、印
刷会社向けシステム開発

システム・インテグレーション事
業、ソフトウェア・ソリューショ
ン開発・販売事業、先端技術研究
開発事業、ICT コンサルティング

ＵＲＬ

http://www.its-sap.co.jp/

https://www.itecsol.jp/

http://www.agenda.co.jp/

https://www.indigo.co.jp/

ソフトウェア開発、システムコン
サルティング、システム・ネット
ワーク設計、情報処理サービス
（各種受託計算、データエント
http://www.lilac.co.jp/hdc
リー、エンボスカード作成、ＣＤＲ、封入封緘、名刺作成）、ｉＤ
Ｃ（サーバ運用管理サービス）
IoTインテグレーション事業

情報サービス業（ソフトウェア
23
業）

http://www.ecomott.co.jp

電話会社、テレビ局、新聞社、電
力会社等のインフラ分野を中心と
した業務用システムの開発

各種ネットワークシステムの提
案・構築、ソフトウェアコンサル
ティングから開発・運用・保守

http://www.socnet.jp/

https://www.kitagas.co.jp/

基幹システム、Webサイト等のソフ
トウェア開発

10 株式会社コア北海道カンパニー

〒060-0001
札幌市中央区北1条西4丁目2番地12
北一条アネックスビル5F

285 ソフトウェア開発、印刷

89

情報サービス業（ソフトウェア
業）

www.keiwa-biz.co.jp

ソフトウェア開発、システムイン
テグレーションサービス、ソ
リューションサービス

http://www.core.co.jp

パッケージ開発・導入、各種SI
サービス、ＡＩ・IoT関連事業

11 株式会社サンクレエ

〒 060-0012
札幌市中央区北12条西23丁目2番5号
SDC北12条ビル5F

30 ソフトウエア開発

12 株式会社シイエヌエス北海道

〒060-0807
北海道札幌市北区北7条西4丁目3-1
新北海道ビル7F

18

13 株式会社ジャパンテクニカルソフトウェア

〒001-0021
札幌市北区北21条西3丁目1-14

14 中央コンピューターサービス株式会社

〒060-0807
札幌市北区北7条西1丁目1-2
SE札幌ビル10F

15 株式会社テクノラボ

〒004-0015
札幌市厚別区下野幌テクノパーク1丁目1番
10号

16 日本トータルシステム株式会社

〒004-0015
札幌市厚別区下野幌テクノパーク1丁目2-8

17 株式会社ネクシス

〒060-0062
札幌市中央区南2条西2丁目8-1
NC HOKUSENブロックビル6F

www.suncreer.co.jp

システム開発、インフラ基盤構
築、システム運用・保守
情報サービス業（ソフトウェア
業）

526 ソフトウェア業

http://www.hokkaido.cns.co.jp/

多業種のシステム設計・開発、コ
ンサルティング（組込系、ビジネ
ス系、ＷＥＢアプリケーション、
医療情報 他）、自社製品販売

https://www.jtsnet.co.jp/

業務内容 ソフトウェアの開発・販
売、情報処理サービス等
87 情報通信業

https://www.ccs1981.jp/

ソフトウエア開発

18 株式会社北海道キューブシステム

19 株式会社ミクロスソフトウエア

20 株式会社流研

〒060-0001
札幌市中央区北1条西7丁目4-4
パシフィックマークス札幌北1条

〒004-0052
札幌市厚別区厚別中央2条5丁目4-18
太陽生命新札幌ビル6F

〒060-0031
札幌市中央区北1条東2丁目5番地
札幌泉第1ビル6F

情報サービス業（ソフトウェア
104
業）

53

情報サービス業（ソフトウェア
業）

123 情報処理サービス業

情報サービス業（ソフトウェア
66
業）

97 ソフトウェア業

65

情報サービス業（ソフトウェア
業）

http://www.techno-labo.co.jp/

グループウェアの開発及び販売、
Windows向け業務アプリの受託開
発、Windows対応パッケージソフト
https://www.sjts.co.jp/
ウェアの開発及び販売
ソフトウエア開発・システム構
築・システム企画提案・システム
コンサルテーション・ＩＴ機器販
売
ソフトウェア開発、情報インフラ
構築、システムの企画・設計・構
築・保守・運用等

航空管制・交通管制システム等の
制御システム、カーナビ・複合機
等の組み込みシステムのソフト
ウェア設計・開発
ソフトウェア開発、システム企
画・提案、システムコンサルテー
ション、ホームページ企画・作
成、技術要員派遣、IT関連機器販
売

http://www.nexis.co.jp/

http://www.h-cube.co.jp/

http://www.micros.co.jp

http://www.ryuken.co.jp/

実施日程等
№

実施日程
実施
2019年8月
2019年9月
回数
26 27 28 29 30 2 3 4 5 6
月 火 水 木 金 月 火 水 木 金

企業名

1 アイ・ティ・エス株式会社

●

2 株式会社I・TECソリューションズ

●

1

16

2 昼食を用意

自己負担

全額負担（上限10,000円まで）

5

2

2 全額負担（上限1,000円まで）

全額負担（上限2,000円まで）

全額負担（上限10,000円まで）

2

6

6 昼食を用意

一部負担（一律1,000円）

全額負担（上限10,000円まで）

1

5

5 昼食を用意

自己負担

全額負担（上限20,000円まで、
領収書必要）

1

15

5 昼食を用意

全額負担（上限3,000円まで）

全額負担（上限10,000円まで）

※時間割は検討中です。実習時間
を短縮する可能性があります

1

2

1 昼食を用意

一部負担（一律1,000円）

全額負担（上限17,000円まで、
領収書必要）

従業員数はシステム担当の人数

1

6

6 全額負担（社員食堂使用）

全額負担（上限なし）

全額負担（上限20,000円まで）

1

6

2 昼食を用意

全額負担（上限なし）

全額負担（上限10,000円まで）

●

1

2

1 昼食を用意

全額負担（上限3,000円まで）

全額負担（上限10,000円まで）

●

2

3

1 全額負担（上限1,000円まで）

全額負担（上限1,000円まで）

全額負担（上限10,000円まで）

1

5

5 昼食を用意

1

2

2 全額負担（上限1,000円まで）

全額負担（上限なし）

全額負担（上限10,000円まで）

●
●
●

10 株式会社コア北海道カンパニー

●

11 株式会社サンクレエ
12 株式会社シイエヌエス北海道

●

13 株式会社ジャパンテクニカルソフトウェア

備考
地方枠

5 昼食を用意

7 ＳＯＣ株式会社

9 株式会社恵和ビジネス

一般

5

●

8 北ガスサービス株式会社

食事

1

●

6 エコモット株式会社

うち地方枠
2 昼食を用意

●

5 株式会社ＨＤＣ

交通費
全体
3

3 株式会社アジェンダ
● ● ● ● ●

費用負担

1
●

4 インディゴ株式会社

受入人数／１回につき

●

全額負担（上限1,000円まで）

全額負担（上限10,000円まで）
一部負担

●

15 株式会社テクノラボ

●

●

2

4

2 昼食を用意

全額負担（上限10,000円まで）

全額負担（上限10,000円まで）

16 日本トータルシステム株式会社

●

●

2

4

4 昼食を用意

自己負担

一部負担（一律1,000円）

1

6

0 昼食を用意

一部負担

1

4

2 昼食を用意

全額負担（上限なし）
※．備考欄参照

全額負担（上限なし）

1

8

1 昼食を用意

一部負担（一律2,000円）

全額負担（上限10,000円まで）

2

3

1 昼食を用意

一部負担（一律1,000円）

全額負担（上限10,000円まで）

●

18 株式会社北海道キューブシステム

●

19 株式会社ミクロスソフトウエア

●

20 株式会社流研

● ●
企業数 3
受入可能人数 11

2 3 4 3 3
8 15 15 13 10

2
9

3 2 3
8 31 12

28
132

※．地方枠：地方枠：参加企業の所在地がある（隣接する）市町村以外の市町村から参加する学生の受入枠

参加条件：SEの仕事やIT業界に興
味をお持ちの方にご参加いただき
たいと思います

参加条件：大学生、大学院生を希
望いたします
参加条件：学部学科は問いませ
ん。SEの仕事やIT業界に興味をお
持ちの方にご参加いただきたいと
思います

全額負担（上限なし）

14 中央コンピューターサービス株式会社

17 株式会社ネクシス

参加条件：ノートPCを持参できる
方（ノートPCを持っていない方は
別途ご相談ください）

ー

参加条件：地方は受入できませ
ん、Javaの知識があると尚可
地方枠以外の交通費については、
札幌市以外からお越しの方に限定
します。
札幌市内在住の方の交通費負担は
ありません。

実習内容等
№

企業名

1 アイ・ティ・エス株式会社

2 株式会社I・TECソリューションズ

実習時間

9：00～17：30
（昼休み12：00～13：00）

9：00～17：00
（昼休み12：00～13：00）

実習場所

会社所在地と同じ

会社所在地と同じ

実習内容・時間割
9:00～ 9 30 挨拶・ 事務説明や カリキュラム の 説明
9:30～10:30 医療業界と IT 産業の係わり
10:30～11:30 ITS のシステム開発の お仕事説明
11:30～12:00 プログラミング実習の説明（VisualStudio使用）
13:00～15:30 簡単な プログラミング実習 VB.net
15:30～16:30 システム開発における実際の成果 事例紹介
16:30～17:00 システム開発現場の見学
17:00～17:30 質疑応答、１日の感想アンケート
※進行状況見ながら、1 時間に 10 分程度の休憩を入れます。
9:00～10:00
10:10～12:00
12:00～13:00
13:00～17:00
17:00～17:15

3 株式会社アジェンダ

4 インディゴ株式会社

10：00～18：00
（昼休み12：00～13：00）

10：00～18：00
（昼休み13：00～14：00）

会社所在地と同じ（会議室）

会社所在地と同じ

5 株式会社ＨＤＣ

9：00～17：00
（昼休み12：00～13：00）

6 エコモット株式会社

10：00～18：00
（昼休み12：00～13：00）

会社所在地と同じ（会議室）

7 ＳＯＣ株式会社

9：00～17：45
（昼休み12：00～13：00）

会社所在地と同じ

8 北ガスサービス株式会社

10：00～16：00
（昼休み12：00～13：00）

9 株式会社恵和ビジネス

9：00～17：00
（昼休み12：00～13：00）

10 株式会社コア北海道カンパニー

10：00～17：00
（昼休み12：00～13：00）

会社所在地と同じ（2階会議室）

会社所在地と同じ（会議室）

会社所在地と同じ

会社所在地と同じ（6階）

10:00～10:30 挨拶・連絡事項、当社の事業説明、会社見学
10:30～12:00 プログラミング実習（内容説明含む）
テーマ： Scratchでプログラミング実習
ゲームやアニメーションなど、動作のある楽しいものをつくり
ます。
自ら企画し、制作し、発表する“ものづくりの原点”を体験し
てもらいます。
12:00～13:00 昼食（休憩時間）
13:00～16:00 プログラミング実習
16:00～17:00 発表会
17:00～18:00 当社社員との懇談会、アンケート記入
10:00～10:30
10:30～11:00
11:30～12:00
12:00～13:00
14:00～17:00
17:00～18:00

オリエンテーション
当社の事業説明
開発実習（内容の説明）
開発実習（クラウド、スマホアプリ）
開発実習（クラウド、スマホアプリ）
懇親会

9:00～ 9:10
9:10～ 9:50
9:50～10:50
10:50～12:00
12:00～13:00
13:00～16:30
16:30～17:00

あいさつ、連絡事項
当社の事業説明、会社見学等
講義（ＳＥの仕事の流れ）
システム開発体験（設計）
お昼休み
システム開発体験（設計・プログラミング）
質疑・応答、アンケート

10:00～11:00
11:00～11:30
11:30～16:30
16:30～17:30
17:30～18:00

挨拶・当社の事業説明
プログラミング実習（内容説明）
プログラミング実習
当社社員との対話会
当社からのお知らせ・アンケート

IT業界・会社概要の説明、システム設計の疑似体験、社内見学
※時間割は検討中です。実習時間を短縮する可能性があります（6
時間以上は厳守します）。
10:00～10:30 挨拶・連絡事項
10:30～11:30 当社の事業説明
11:30～12:00 プログラミング実習（内容説明：ＢＩツールまたは
ＲＰＡを想定）
13:00～16:00 プログラミング実習
9:00～ 9:30
9:30～12:00
13:00～16:00
16:00～16:30
16:30～17:00

挨拶・連絡事項
プログラミング実習（内容説明）
設備見学、会社案内
当社社員との懇談会
アンケート

10:00～10:10
10:10～11:00
11:00～12:00
12:00～13:00
13:00～16:30
16:30～17:00

挨拶・連絡事項
IT業界基礎知識、事業説明
グループワーク（内容説明）
昼食
グループワーク（実習）
アンケート

9:30～10:00

11 株式会社サンクレエ

9：30～17：00
（昼休み12：00～13：00）

12 株式会社シイエヌエス北海道

9：00～17：30
（昼休み12：00～13：00）

13 株式会社ジャパンテクニカルソフトウェア

10：00～15：00
（昼休み12：00～13：00）

14 中央コンピューターサービス株式会社

8：30～17：30
（昼休み12：00～13：00）

12:00～13:00
13:00～16:00
16:00～17:00

挨拶・自己紹介
北海道のＩＴ業界の説明と当社の事業説明
ＡＩ+ＩｏＴ・プログラミング実習(Python)
実習内容説明 （仮）小型ニューラルスティック
を利用した動画判定等
休想
実習
質疑・懇談・アンケート

9:00～ 9:30
9:30～10:00
10:00～11:00
11:00～16:00
16:00～17:00
17:00～17:30

挨拶・連絡事項
ＩＴ業界及び当社事業の説明
プログラミング実習（内容説明）
プログラミング実習
当社社員との懇談会
当社からのお知らせ、アンケート

10:00～12:00
会社所在地と同じ

会社所在地と同じ

会社所在地と同じ

会社所在地と同じ

連絡事項、会社説明
グループワーク【アプリ開発企画】※随時休憩
昼休憩（昼食会を予定）
グループワーク【アプリ開発企画】、発表会
※随時休憩
お知らせ、アンケート

・ＳＥの仕事とは、業界説明
・先輩社員の体験談
・ＡＩ説明と実演
・昼食懇親会
・androidアプリの開発体験
システム開発企画・提案
8:30～ 9:30 挨拶・連絡事項、自己紹介
9:30～10:30 当社の事業説明
10:30～12:00 インターンシップの内容説明
13:00～14:00 チーム分け・役割分担
14:00～17:00 システム企画
17:00～17:30 当社からのお知らせ、アンケート

15 株式会社テクノラボ

16 日本トータルシステム株式会社

17 株式会社ネクシス

18 株式会社北海道キューブシステム

19 株式会社ミクロスソフトウエア

10：00～17：00
（昼休み12：00～13：00）

9：45～17：00
（昼休み12：00～12：45）

8：45～17：30
（昼休み12：00～12：45）

10：00～17：00
（昼休み12：00～13：00）

10：00～17：00
（昼休み12：00～13：00）

会社所在地と同じ

会社所在地と同じ

会社所在地と同じ

会社所在地と同じ（会議室）

会社所在地と同じ

10:00～11:00
11:00～11:30
11:30～12:00
12:00～13:00
13:00～17:00

企業概要説明
社内見学
本日の概要
昼食（交流会）
実習

9:45～10:30
10:30～11:30
11:30～12:00
13:00～14:00

挨拶・ガイダンス
札幌のIT業界の説明、当社事業内容の説明
社内見学
弊社製品分析（SWOT分析、アンケート分析、他社
製品分析等）
ペルソナモデルの事例紹介、作成等
新規開発案の作成、結果発表
フィードバック
アンケート記入等

14:00～15:00
15:00～16:00
16:00～16:30
16:30～17:00

・企業概要説明
・業界セミナー
・若手社員やＯＢ・ＯＧとの交流
・グループワーク・グループディスカッション
・課題解決型システム開発（設計書を基にプログラミング開発実
習・発表(プレゼンテーション)）
さまざまな機能を持ったブロック形状の“MESH”（ＳＯＮＹ製）と
いうキットを使用し、生活に便利な仕組みづくりを体験する。
・業界説明＆会社紹介
・ＩoTを活用した仕組み構築体験
・機能説明
・グループ毎でのアイディア抽出
・プログラミング
・グループ発表
・評価、総評
10:00～10:10
10:10～10:15
10:15～10:30
10:30～11:10
11:20～11:50
11:50～12:00
13:00～16:00
16:00～16:45
16:45～17:00
9:30～ 9:45
9:45～10:15
10:15～12:00

20 株式会社流研

9：00～17：30
（昼休み12：00～13：00）

会社所在地と同じ（会議室）

挨拶・カリキュラムの説明
自己紹介
会社の紹介
当社の事業・プロジェクト紹介
ＩＴ業界の説明
開発演習（説明）
開発演習（実習）
先輩社員との懇談（質疑応答）
アンケート記入

挨拶・連絡事項
北海道のＩＴ業界の説明、当社の事業説明
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ実習（CMSを用いたｻｲﾄ構築～
EC-ｷｭｰﾌﾞ・PHP編）
弊社構築ｻｲﾄの紹介、CMS管理機能の説明
12:00～13:00（昼休み、昼食会）
13:00～16:30 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ実習（CMSを用いたｻｲﾄ構築～
EC-ｷｭｰﾌﾞ・PHP編）
EC-キューブ（PHP言語）のｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞ実習
16:30～17:15 当社社員との懇談会
17:15～17:30 当社からのお知らせ、アンケート

